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２００９年度総会開催される
―

モ ー ツ ア ルト の 楽 曲 と と も に 記 念 年 を 祝 す

―

5 月16日、千代田区丸の内の東商スカイルームで 2009 年度総会が多数の会員の出席のもとに
開かれました。総会では、09 年度活動報告、会計報告、監査報告、09 年度活動方針案、予算案
が満場一致で可決され、役員改選では、新理事の池田温氏と新監事の松尾守之氏が紹介され
ました。
総会後は、久松洋子理事の司会により懇親パーティが始まりました。田中理事長は挨拶の
中で、記念行事プログラム完成、市民によるハンガリー美術展の成功、9 月 26 日の全国交流の
つどいへ向けての意欲を語りました。ハンガリー大使館からはアルベルト・ヤーノシュ一等書記官
が全国各地で開催されているハンガリー・デイがみなさんの
お陰で成功していて嬉しいと述べられました。
このあと、三重奏のミニコンサートに移り、武蔵野音大
客員教授ベルケシュ・カールマン氏
（クラリネット）
、高嶋友子氏
（クラリネット）、島田歩美氏（ファゴッ
ト）
による、モーツアルト作曲、ディ
ヴェルティメントの演奏で、喜遊曲の
雰囲気がかもし出され、演奏を聴く
会員たちの顔も和やかになりました。
田中輝明専務理事の乾杯の音頭で懇親に入り、出席者は大使館から
提供されたワインに舌鼓をうちながら親睦を深め、最後に 9 月の全国
交流のつどいで再会することを誓いあい、閉会となりました。

ハンガリーとトランシルヴァニアの民話・フォークロア
ハンガリーフェスティバル2009、
次のイヴェントがまもなく開催されます。
みなさまのご参加をお待ちしています。
フォークロアの世界をお楽しみください。

7月4日（土）13：00−16：00
学校法人城西大学（東京紀尾井町キャンパスホール）
ヴィシュキ・アンドラーシュ氏講演
民話の演劇的アプローチとフォークロア文化
民族舞踊と民話の朗読
城西大学ハンガリー語履修生等との交流
※東京公演、申し込み締め切らせていただきました。

7月6日（月）14：00 −16：00
岡崎コミュニティサテライトオフィス
ヴィシュキ・アンドラーシュ氏講演
ハンガリー刺繍の展示

7月8日（水）13：00−14：30
大阪大学箕面キャンパス
ハンガリー語専攻の学生たちとの交流
問い合わせ

粂

kemiko@k2.dion.ne.jp
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2009年度日本ハンガリー友好協会総会報告
２００８年度 活動報告
2009年ハンガリー・フェスティバルにむけて

新しい事務局体制

＜準備＞
2008年4月、各界代表の方々の参加を得て
「2009年日本・ハンガリー国交回復50周年記念
事業実行委員会」
（委員長：河野洋平協会会長、
事務局長：田中義具協会理事長）が設立され、
事務局が友好協会内に置かれました。友好
協会は下記の「ハンガリー・フェスティバル」
計画を実行委員会へ提案し、国際交流基金の
助成事業に決まり、その成功を目指して総力
をあげて準備を進めてきました。その他、
「ハンガリー民話」に関する講演会も企画
し、国際交流基金へ助成申請を行いました。
◯市民によるハンガリー美術展（３月開催）
◯ハンガリー人写真家の作品展（9月開催）
◯全国交流のつどい（９月開催）
◯ソルノク市交響楽団来日公演支援（11月開催）
◯フェスティバルのプログラム作成

5月に開催された総会において、事務局担当
理事全員が退任したことに伴い、6月以降、
新たな事務局体制にかわりました。そして、
会の運営に支障を来さないようにするため、
理事長以下新任の役付理事で「運営委員会」
を組織し、事務連絡・相談等はメール協議を
中心に効率化を図り、必要に応じ対面協議を
行いながら、日常業務を処理してきました。

会報の発行
会報は4回（４月、7月、10月、1月）発行
しましたが、7月発行号からは、運営委員が
会報編集委員を兼務し、紙面作りにあたり
ました。編集はこれまでの12ページ建てから
8ページ建てに変更し、紙面の充実に努めて
きました。

＜幕開け行事＞
3月9日から15日まで、横浜のみなとみらい
ギャラリーでの「市民によるハンガリー美術展」
は、全国から100名を超える方が出展され、
かつてない規模で盛況裏に開催されました。
オープニングには河野洋平会長とボハール・
エルヌーハンガリー大使によりテープカットが
行われ、会期中は2000名近い人々が来場し、
ハンガリーを多くの人々に紹介すると同時に、
友好協会の知名度を高めることが出来ました。

新年祝賀会
フェスティバルの年を祝う新年祝賀会を
1月24日（土）、東海大学校友会館で開催し、
140名を超える多くの参加者で、ミニコン
サートや会員によるマジック・ショー、各地
友好協会のPRタイム、福引き大会など盛り
沢山なプログラムで盛り上がりました。
また、会場にはPRコーナーも設けられました。

【会長】河野洋平
【副会長】河上民雄、
小林研一郎、
田代文雄、
谷本一之、
萩原道彦、
間宮芳生
【理事長】
田中義具 【専務理事】
田中輝明 【常務理事】
田崎龍一

新役員

【事務局長】瀬川隆生 【事務局次長】東
【理事】東

孝江、
粂栄美子

孝江、
猪谷晶子、
池田 温（新任）
、
粂栄美子、
纐纈春彦、
小平

功、
後藤田夫規子、
瀬川隆生、

並河克彦、
萩原淑子、
羽場久美子、
服部公彦、
久松洋子、
廣澤孝夫、
福島
【監事】松尾守之（新任）
、
丸山冨美江
【顧問】雨宮一正、
児島博基、
坂田俊夫、
堤

功一、
中原博次、
羽仁協子、
福井直敬

退任役員 【理事】池上信雄、舟橋一郎 【監事】石坂政雄

巌、
村岡克也
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理事会

支部等の状況

理事会は５回
［4月、5月
（ 2回）
、9月、12月］開催
し、運営委員会の新設、後援名義審査基準、
会計処理規程の制定など諸規定の整備を行った
ほか、フェスティバルの 準備等重要 な案件に
ついて、審議しました。

4月に福岡県支部
（支部長：雨宮一正氏）
が設立さ
れ、
また、
島根県支部の設立準備も進んでいます。
支部は３月末現在10支部となりました。
また、熊本
県ハンガリー友好協会も設立準備をしています。

サークル会員の状況

会員の状況

サークル会員の新設、廃止は、今年度ありません
でした。

今年度30名が入会、3月末現在で会員730名、
内、家族会員160名。
法人会員は2社退会し8社になりました。

友好協会への後援名義使用依頼は、８件を承
認しました。

後援名義

2008年度 3月末会計報告
【収入の部】
項目

予算

決算

会費収入

2,700,000

2,822,000

入会金

70,000

60,000

カンパ

400,000

378,500

フェスティバルカンパ
県協会協賛金

30人

300,000

355,800
1,149,000

繰越金

2,301,151

2,301,151

預かり金

53,000

28,000

雑収入

科目

予算額

会費収入

1,500,000

856,715

会報・封筒印刷代等

通信発送費

400,000

271,153

会報発送費等

ホームページ

100,000

80,250

国内事業費

1,300,000

1,349,873

500,000

0

フェスティバル事業費

240,000

1,300,000

合計

備考

1,071,000
300,000

国内事業収入

広告収入

（単位：円）

【支出の部】

総会と新年会の会費収入
09年度前納会費

前年度実績

組織活動費

50,000

0

会議費

60,000

39,093

事務所経費

1,200,000

1,028,880

事務用品費

60,000

107,068

5,000

51,153

交通費

250,000

22,760

7,429,151

8,456,604

手数料

60,000

67,389

予備費

400,000

0

1,549,151

3,622,155

会費収入予算内訳

個 人 会 員 ：1,726,000

次期繰越金

法 人 会 員 ：1,000,000

仮払金

サークル会員 ：

96,000

合計

1,011,268
7,429,151

2008年度収支報告書及び関係書類を監査した結果、いづれも適正かつ正確であったことを認めます。

備考

総会と新年会等

家賃、公共料金等
封筒、
インク代、用紙等
振替、送金手数料等

実行委会計人
給料、
美術展等

8,456,604

幹事 石坂政雄 ㊞ 丸山冨美江 ㊞

２００９年度活動方針
2009年ハンガリー・フェスティバルを
成功させる
2009年は「ハンガリー・フェスティバル」の
開催年です。特に今回のフェスティバルは、日本・
ハンガリー外交関係開設140周年、国交回復
50周年記念事業の一環として行われ、また日本
政府が推進する日本・ドナウ交流年2009の記念
事業としても位置づけられた極めて重要な行事
です。協会としてはその成功のために、引き
続き全力を挙げて取り組む方針です。
すでに昨年度の活動方針にもある通り、この
「フェスティバル」行事を組織を挙げて成功
させるには、会員の皆様一人一人のご協力が

決め手になります。引き続き各行事への皆様の
積極的な参加と、それぞれ思いをこめた貢献を
よろしくお願いいたします。
今回のフェスティバル行事の実施に当たって
は、多くの協賛企業から多額のご寄付が寄せ
られ、国際交流基金の助成を得て、かってない
規模で多彩な行事を実施することが可能になり
ました。協会としては各支部や県協会のご協力
も得て、このフェスティバルが全国的な広がりを
もった行事として盛大に開催されることに力を
注ぐ方針です。その結果これを契機に会員が
拡大し、全国各地の友好協会組織も一段と
強化、拡充されることを強く期待しています。
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新しい事務局体制の強化

協会史編纂の準備

活動を通じた協会の財政基盤を少しでも強
化するために、事務所には定期的に有給職員
を確保することに努めます。事務所機能の
強化の結果、会員へのサービスが拡充され、
一層内容の充実した会報やホームページに
よる会員への情報提供が出来るものと思われ
ます。また、会員相互の親睦をはかる行事の
拡充や会員名簿の一層の整備などにより、
協会が会員にとって一段と魅力ある存在となる
ことを目指します。

協会は2011年に戦後の設立から40年を
迎えることを念頭において、今回のフェス
ティバル事業の一環として、皆様からフェス
ティバルのために寄せられたご寄付で、これ
までの協会の歩みをとりまとめた本格的な
協会史を編纂する事業にも乗り出します。
協会の次の目的は、これまで歩んできた40年
の協会史を編纂することです。この作業では、
過去のデータ照合、踏み込んだ調査や細かな
資料の採集、インタビュー等に相当な時間が
かかるものと思われます。作業参加にご興味の
ある方は、是非、事務局までお申し出ください。

2009 年度 予算
【収入の部】

（単位：円）

【支出の部】

科目

予算額

前年度実績

会費収入

3,000,000

2,822,000

入会金

70,000

60,000

カンパ

400,000

378,500

フェスティバルカンパ

300,000

1,071,000

県協会協賛金

300,000

広告収入

備考

科目

予算額

前年度実績

備考

印刷費

900,000

856,715

会報等

通信発送費

500,000

271,153

会報発送費等

ホームページ

100,000

80,250

国内事業費

1,500,000

1,349,873

240,000

フェスティバル事業費

1,000,000

400,000

355,800

組織活動費

国内事業収入

1,500,000

1,149,000

繰入金

1,000,000

繰越金

3,622,155

2,301,151

預かり金

28,000

28,000

事務所使用料
雑収入
合計

120,000

60名

引き続き

総会、新年会会費等

会議費

ハンガリー語講座より

100,000
60,000

39,093

事務所経費

1,300,000

1,028,880

事務用品費

150,000

107,068

次年度会費

人件費

600,000

ハンガリー語講座

交通費

500,000

22,760

実費支払

67,389

振替、送金手数料等

30,000

51,153

手数料

100,000

10,820,155

8,456,604

予備費

1,549,151

次期繰越金

3,610,155

会費収入予算内訳

総会、新年会等

個 人 会 員 ：1,900,000
法 人 会 員 ：1,000,000
サークル会員 ： 100,000

仮払金
合計

家賃、公共料金等

事務所パート

3,622,155
1,011,268

10,820,155

8,456,604

ハンガリー語講座 特別会計 2009年度 予算
【収入の部】

（単位：円）

【支出の部】

科目

予算額

繰入金

1,264,208

受講料

2,600,000

合計

3,864,208

備考
月火水木（月4回）
、
金
（月2回）
受講料１期
（12週）
33,000円

科目

予算額

備考

講師料

2,230,000

1回
（2時間）
11,000円

事務所借用料

120,000

月額10,000円

クラス親睦費

100,000

受講生交流会

通信費
備品

20,000

予備費

1,344,208

合計

3,864,208

50,000
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●カンパ・リスト

08 4月 清水昌子、五島明朗、黒沢哲史、山口浩一、田中義具、久松洋子、瀬川隆生、坂田俊夫、丸山冨美江、久保正士、
高木敏子、松岡紀子、会田栄一、佐野 潜、山田裕子、石原文雄、小野寺喜一郎、坂本憲一、丸山サカノ、今井一治、
長瀬加奈子、戸塚厚生、真壁潔、槙 学、小山章三、川嶋昌子、宇多利次、大代純市、08 5月 石田君枝、国安歌子、
小泉雅子、岡部道子、浅野春美、石持精、石原渥勇、堤 功一、石嶋 弘、桑原春也、和波孝禧、太田詠子、佐藤昌子、
久米邦貞、福井直敬、舟橋一郎、池上信雄、小池英子、鈴木伊三夫、横溝和子、小泉寛、上条喜佐雄、笠木千束、
小柳太美子、蔵田雅之、上島康男、黒川圭子、草山昭、草山明久、渡辺真美、照澤惟佐子、城戸顯子、小沢哲、中原博次、
吉岡玲子、糠沢和夫、萩原道彦、山本要子、坂東俊子、井﨑正浩、宮崎勝弘、徳田政太郎、中山知子、梶川久美子、
岡藤知加子、池田裕子、杉前恵子、08 6 月 山下真木夫、田崎龍一、松元雅彦、古賀譲次、大梶俊夫、江口雅子、
石本礼子、宮平良行、松尾守之、膳所博美、08 7月 神宮寺良吉、八木久右ヱ門、久保正士、矢崎斎男、梶山佳代、
矢崎とみ江、齊藤美佐子、村岡克也、森啓一、木原光男、高木洋子、寺崎裕則、小林英三、坪井伸広、新井欣也、
08 8月 櫻田不二子、宮治弘、大熊進子、鴻野精彦、増田美智子、後藤安明、08 9月 藤原光太郎、北原幸男、中山朋子、
08 10月 鎌田千穂、坂詰弥彦、谷本一之、柿沼宏、美馬和男、丸山項政、湯谷ひろみ、08 11月 堀美知子、松本武己、
佐藤敦子、08 12 月 塚本博、竹西富子、09 1 月 高橋良彰、神野輝子、石橋国雄、09 3 月 床坊千絵、09 4 月
服部公彦

●フェスティバルカンパ・リスト
08 4 月

松本紘佳、久松洋子、表タエコ、08 5 月 ハンガリー刺繍教室、松岡紀子、08 6 月 コチマの会、08 9 月

松尾守之、09 1月 小柳太美子、神宮寺良吉、太田喜久子、福間聡子、田中義具、斉藤学、大谷貞子、南憲悦、加藤晴生、
上条喜佐雄、横溝和子、佐藤昭彦、黒澤哲史、石榑精、坂田俊夫、表タエコ、藤田美保、宇多弘次、久松洋
子 、鈴木伊三夫、鹿島田守、上島康男、棚橋陸、石嶋弘、岡部道子、荒野保、堤功一、佐伯ほづみ、瀬川隆生、河上民雄、
猪谷晶子、高久圭二郎、西博子、太田詠子、德田政太郎、小泉寛、松本懸太郎、浅野春美、東孝江、藤原光太郎、
高木敏子、田崎龍一、山口浩一、丸山サカノ、石本孝子、村岡克也、今井一治、国安歌子、浜地梯子、山田裕子、
蔵田道子、森美可、池上信雄、関西ハンガリー交流協会、矢崎和子、久米邦貞、笠木千束、09 2月 槇 学、倉橋弘、
木原光男、高田都、小平功、松岡紀子、09 3月 史有未知、坂東俊子、門脇純一、
門脇純 、関裕子、
関裕子 橋本聡、09 4月 山崎孝、
石川なほ、09 5 月 戸塚厚生、09
生、09 6 月 蜂谷由紀子

日ハ友好・
全国交流のつどい
参加申込のご案内

9 月 26 日（土）ロイヤルパークホテル（東京都中
（東京都中央区）で開催します
「日ハ友好・全国交流のつどい」の参加申込を、次の方法で
「日ハ友好・全国交流のつどい」の参加申込
受付します。
当日のプログラム は 、 午 前 の 部（ 無 料 ）、 午 後 の 部（ 無 料 ）、 懇 親 パ ーティー
（有料一人 1,000 円）となっております。
プログラムの詳細は、過日送付しました「フェスティバル冊子」をご覧ください。
多くの会員の皆様のお申込をお待ちしています。
往復葉書の往信裏面に、
「全国交流のつどい参加申込」と書いて、以下のことを記載してください。

①参加希望プログラム（すべてを記入してください）

申込要領

②参加者名（家族会員） ③住所 ④電話＆FAX 番号 ⑤メールアドレス
返信表面に申込者の住所、氏名を記入し、7月 31日までに協会事務所へ送付してください。
＜参加券の送付＞
返信裏面を参加券として印刷し、８月下旬
（予定）
までにお送りします。
申込多数の場合には抽選となります。
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「ハンガリー・デー in あおもり」
'09.5.16

「ハンガリーフェスティバル in 愛知」
09.5.10

「ハンガリー・デー inあおもり」は、当協会
設立15周年、青森市・ケチケメート市交流
15周年を記念して、平成21年 5月16日
（土）
２部
構成で行われ、第一部「記念イベント」はアウガ
5 階男女共同参画プラザで、第二部「ハンガリー
の夕べ」は青森国際ホテルで開催されました。
この日は好天に恵まれ土曜日の行事にも
かかわらず、会場はほぼ満席となり、大勢の
会員、市民の方々が来場し大変賑わいました。
第一部は、会長 の 挨拶に 続き、来賓として
青森市長・鹿内博様、ハンガリー大使館・公使
ベーラ・ボジック様のご挨拶があり、ハンガリー
政府観光局勝田局長
代理様が、「五感を
満たすハンガリーの魅
力」
という演題で記念
講 演を、 続いてジプ
シーバイオリニスト古館由佳子氏とピアニストの
飯田俊明氏による、ハンガリー音楽 の 紹介と
演奏があり会場は大いに盛り上がりました。
また、会場にはハンガリーやケチケメート市
の 紹介 コーナー（民芸品、民族衣装、児童の
絵画等の展示）、田崎龍一氏のパネル写真の
展示もあり、来場者の目を楽しませていました。
第二部は、 夕方 からホテルに 会場 を 移 し
交流会が開催されました。交流会では、第一部
に続いて古館由佳子氏、飯田俊明氏によるハン
ガリー音楽の紹介と演奏があり、会場は素晴
らしい演奏に大変満足していました。
また、ハンガリー料理もメニューに加わり、
その料理のレシピも紹介されハンガリー料理、
ハンガリーワイン、ハンガリー音楽を約100名の
参加者が楽しみ、大いに喜んでいました。
本行事を通じて，ハンガリー国の理解も
更に深まり、日本・ハンガリー両国の親善に
役立ったものと思います。
最後に、後援・ご協力いただきました駐日
ハンガリー共和国大使館 、ハンガリー共和国
政府観光局、青森市に対し厚くお礼申し上げ
ます。

日本ハンガリー国交樹立140周年・国交回復
50周年記念「ハンガリーフェスティバルin愛知」
を5月10日
（日）
名古屋国際センターで行ない、
会員、一般市民ら約230人が集いました。
プログラム最初に寺西学会長がご挨拶。
続 いてボハール 大使が ｢140 年 にわたるハン
ガリーと日本の交流関係史｣と題して明治から
続く両国間の深い交流についてご講演。コー
シャ政府観光局長は映像を使って世界遺産を
通じてのハンガリーの見所、文化芸術の素晴
らしさをご紹介くださいました。
次にツィンバロン奏者の 斉藤浩さんが、冨田
智容子さんのピアノ伴奏で、ハンガリー民謡から
クラシック、現代曲まで、楽しいお話をしながら演
奏、子供たちとのほほえましい共演もありました。
その後、ハンガリーとの絵画交換プログラムに
参加した 犬山市の 小中学生に 犬山市長から
感謝状贈呈。会場には、アラニ・ヤーノシュ
小学校（伝統行事）
・シェレゲーイェシュ小学校
（絹地に世界遺産）
の絵画45点、刺繍サークルの
沢山の作品、大使館からお借りした大きなパネル
13点を展示。交流会では大使館提供のワイン、
ピック社のサラミ、ハンガリーのお菓子ポガーチャ
などをいただきながら、県内のハンガリー人たちと
子供たちもみんな、
とても楽しいひとときを過ごし
ました。遠い遠いハンガリーが参加者の皆さんの
心の中できっと近い国 になったことでしょう。
なお、この様子は中日新聞に大きなカラー写真と
共に掲載、7月には名古屋国際センターの広報誌
にも掲載予定です。
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「ハンガリーの夕べ」岐阜県友好協会
09.4.17
今年は、日本とハンガリーとの国交140周年、
国交回復50周年の交流年となり、岐阜県
ハンガリー友好協会にとっても創立15周年
となる記念の年となりました。
4月17日
（金）
には、ハンガリー共和国大使館
からボハール大使をお迎えし、交流年の幕開
けとしました。
当協会の山田会長が、大垣女子短期大学
の 理 事 長 に 就 任 されたことから 実 現 し た
セミナー「ハンガリー大使講演会〜グロー
バ ル 時 代 に 臨 む 〜 」で ボ ハ ー ル 大 使 は 、
「グローバル化が進み、ひとりひとりが幅広い
考え方をすることが大切」と話され、英語を学
ぶことなど勧められていました。会場には、同短大
の学生や一般の人たちが多数聴講に訪れ熱心に
聞き入っていました。
その後、会場を岐阜グランドホテルに移して
「第15回ハンガリーの夕べ」を開催しました。
この催しは、食も文化として当協会の発足
当時から開催しているもので、大使館のモル
ドヴァン料理長とホテルの松山料理長が競作
し て 腕 を ふ る っ た コ ー ス 料 理 と ワインを
楽しみました。今回は、交流年を記念して、
松井静江さん、五島史誉さん、浅野未希さん、
市古洋子さんに
よる バ ルト ー
ク、コダーイ、
リストの 狂 詩
曲が演奏さ
れ、最後にブ
ラームスのハ
ンガリー舞曲
が演奏されハンガリー色豊かな音色を響か
せてくれました。ボハール大使、古田知事、
山田会長ほか会員を含めて100人のお客様が集
まり、ハンガリー料理と音楽を楽しみながら豊
かな時間を過しました。
この日のメニューはボハール大使が＜ブダペスト
メニュー＞と名付けて下さり、来年3月まで、予約
をすればホテルで食べることができます。

2009 年6月26 日（7）

加藤幸兵衛陶芸展に訪問団派遣

（５月１日〜９日ブダペスト、ヴェスプレーム）

岐阜県ハンガリー友好協会の交流年最大の
イベントとして、ハンガリー・ヴェスプレーム県の
ヘレンド 博物館 で 七 代 加藤幸兵衛陶芸展 を
開催し、これに併せて訪問団を派遣しました。
陶芸展のオープニング式典では、在ハンガ
リー日本大使館から鍋倉大使ご夫妻、ヘレンド
社のアティラ社長、ヴェスプレーム県のラスト
ヴィツァ議長
（知事）
がご挨拶されました。
テープカットに続いて一般公開に入り、待ち
かねた多くの市民がラスター彩大皿など30点を
見入るように鑑賞していました。このほか
会場では、幸兵衛氏の講演会やラスター彩作
品の墨落としなど市民交流をし、集まった人
たちは珍しそうに取り組んでいました。
加藤幸兵衛陶芸展
ヘレンド博物館
〜5月30日

ブダペスト歴史博物館
6月5日〜7月5日

ハンガリー交流サロン
東京渋谷（神宮前）の閑静な場所にあるハン
ガリーレストラン「アズ フィノム」
（ 法人会員）
では、 4 月から「ハンガリー交流 サロン」が
スタートしました。日本在住のハンガリー人と
ハンガリーが大好きな日本人が、ハンガリー
ワインとハンガリー人シェフが作った 本場 の
料理を味わいながら、気軽に語り合え、友達に
なれる格好の場です。会費は 3,50 0 円とリー
ズナブル。 時間は 18 時から 21 時の閉店まで
たっぷりあって、ハンガリー語会話の実践練習
にも打って付けです。この交流サロンは毎月
行われますので、興味のある方は、同レスト
ラン
（03 - 5913 - 8073）
まで問い合わせしてみては
いかがでしょうか。 5 月 30 日の第１回 交流
サロンには 14 名
の方が参加され、
その場で友好協
会へ入会された
方もおりました。
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国交回復５０周年記念レース
4月25日府中にある東京競馬場で、日本
ハンガリー国交回復50周年を記念したレース
が行われました。
雨天のなかの第9レースで勝利したヒカル
マイステージの馬主に、ボハール大使から
「新緑賞」として、ヘレンド社製の白馬像が
授与されました。馬のことに詳しい河野洋平
会長と田中義具理事長も記念レースを楽しみ
ました。ハンガリーは昔から名馬の産地
として知られています。もともと、騎馬民族
ですし、オーストリア＝ハンガリー帝国時代
のハンガリー騎兵（フサール）も有名でした。
19世紀末、名家セメレ一族のひとり、

セメレ・ミクローシュ大馬主のお気に入り騎手
が、日本人アカシ・トオルでした。将来、馬を
通しての交流も広がるかもしれませんね。

ハンガリーの日本学科の現状
2006年9月、ハンガリーの大学ではボロー
ニャ制度というものが導入され、5年制大学
が学部課程（3年）
と修士課程（2年）
に分かれる
など、いろいろなシステムが大きく変わり
ました。私はそれと同時にエトヴェシュ・
ロラーンド大学（ELTE）で日本語を教え始
めました。混乱の渦中に飛び込んでしまい、
ただおたおたするばかりでしたが、まわりの
人々の優しさと学生たちの熱意に支えられて、
どうにかここまでやってきました。そして
もうすぐ、大学にとっても私にとっても初めて
の学部卒業生を送り出します。
ハンガリーでの日本語人気は高く、日本
学科入学の倍率は10倍ほどにもなります。
そのうち、3年間で卒業できそうな学生はなんと
入学時の5分の1弱。私はこの大学で働き始めた
とき「本当にまじめで、勉強熱心で、才能のある
学生だけが残るようにしてください。」と言われ
ましたが、それだけは忠実に守れたのではない
かと思います！
（自分がその中のひとつも当て
はまらないことはさておき…）例えば今学期は、
3年生に対し、自分で選んだ本の翻訳をブログ
に載せる、という活動を行いました。すると、
村上春樹の小説、永井荷風論、月と不死伝説

内川かずみ

エトヴェシュ・ロラーンド大学日本語講師

に関する民俗学、ヤオハン経営を題材にした
経済学、スペースシャトルの構造、3D映画
の進化、などなど、多岐にわたる本が選ばれ、
その多くはれっきとした学術書と呼んで
い い ようなものだったのです。訳の 正誤 を
確かめ、成績をつけなければいけない私は
正直「こんなはずじゃなかった」と焦って
し ま い まし た 。で も そ れ は もち ろ ん 、
嬉 しい 悲 鳴 で す 。 （ ご 参 考 ま で に ：
HYPERLINK"http://japankonyvek.freeblog.
hu/" http://japankonyvek.freeblog.hu/）
また、学生たちはすぐ新しい表現を使いた
がります。ある学生に「最近、副専攻のモン
ゴル語はどう？がんばってる？」と聞いたと
ころ、「うん、モンゴル語はね、最近、最も
ないがしろにされているもののひとつなん
だ！」とにこやかに、さらりと答えてくれ
ました。「あいうえお」から学び始めて2年
が過ぎたころの学生でした。
このように、
「まじめで、勉強熱心で、才能
のある学生」たちとの格闘はぎゃふんと言わ
されることも多く、とても楽しいです。この
人たちが世の中に出て行き、どんな活躍をして
いくのか、楽しみでしかたがありません。
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秋篠宮同妃両殿下のハンガリー御訪問
日本・ドナウ交流年 2009 の名誉総裁で、
日本・ハンガリー交流年の名誉総裁でもあら
れる秋篠宮殿下は、今年 5 月、ドナウ川流域の
オーストリア、ハンガリー、ブルガリア、
ルーマニアの4カ国を訪問されました。
日本 を 5 月10日に 出発 された 秋篠宮同妃
両殿下は、オーストリア、ブルガリアを経て
同月16日にハンガリーへ御到着されました。
御滞在中、ショーヨム大統領、シリ国会議
長 、バイナイ 首相 とご 会談されたほか、デム
スキ・ブダペスト市長より11月17日に点灯
されるエリザベート
橋のライトアップに
ついてご説明を受
けられました。
また、国立工芸
博 館や 動 物 園など
を御訪問され 、ケ
チュケメート近くの
ブガツ では、ハン

ガリー灰色牛の群れをご見学されて、19日に
ルーマニアに御出発されました｡
23日に御帰国された両殿下は「各国で温か
く迎えていただき、さまざまな貴重な経験を
することが出来ました｡」と感想を寄せられ
ました｡

嬉しい叙勲
今年春の叙勲で、シュディ・ゾルターンさん
が旭日重光章を、ヴィハル・ユディットさんが
旭日中綬章を受章しました。私たち会員とも
親しいお二人の叙勲は、
とても嬉しいことです。
シュディ・ゾルターンさんは 1976 年から
80 年、その後、大使として 1995 年から 99 年
まで、日本に滞在しました。
奥様のエリカさんともども、陶芸を始めと

する日本文化への造詣が深く、全国各地を巡り
日本の伝統との触れあいを楽しみました。
ヴィハ ル・ユディット
さんは 夏目漱石 の「 坊
ちゃん」など 数多 くの
日本文学作品を翻訳し
ました 。エトヴェシュ・
ロラーンド大学で日本
文学と日本語を教えて
います。ハンガリー 日本友好協会 の会長と
して、様々な文化交流に取り組んでいます。
5 月 25 日シュディ・ゾルターンさんの受章を
お祝いする会を開きました。33 年前、日本の
ことを何もわからないままエリカさんと来日
し、当時生活していた中目黒周辺を ノスタル
ジー散歩 して来 た ところです、とのお話 で
した。
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お知らせ
ブダペスト・エリザベート橋ライトアップ
点灯式参加友好親善ツアー 予告
日・ハ両国友好のシンボルとして、国交樹立
140周年、国交回復50周年の記念に、エリザ
ベート橋ライトアップ・プロジェクトが照明デザ
イナーの石井幹子氏（会員）
によって進められて
います。完成は9月を予定し、点灯式はブダと
ペスト、オーブダ、マルギット島が統合され、
ブダペストとなった記念日である11月17日に
行われます。また、記念事業実行委員長主催に
よるレセプションも予定されています。
このライトアップを祝賀し、点灯式に参加する
親善ツアーを、記念事業協賛企業の全日本空
輸と日本航空の各社で企画中です。日程はブダ
ペスト滞在の点灯式を挟んだ 4 泊６日間、参
加者には、点灯式とレセプションに出席できる
特典が付きます。2社の詳しい募集案内は次号
の会報（8 月下旬発行予定）
に同封してお知らせ
しますので、楽しみにお待ちください。

日ハ両国についての出版物を集め、
「全国交流のつどい」で展示します
会員の皆さんの中で、これまでの日本 とハン
ガリーの友好に関係した下記の 出版物等があ
りましたら、お送りください。「全国交流 の
つどい」で 展示し、両国の幅広い交流の成果
を、印刷物を通して参加者に紹介します。
紀行文、研究論文、写真集、小説、絵本、エッセイ、
パンフレット、切手帳、ノンフィクション、歴史・
音楽・伝記・芸術・食に関するもの、文学、民族、
教育等に関するもの、翻訳本、定期刊行物 他

なお、
基本的に寄付を前提とさせて頂きますが、
返却を 希望 される方 は、その旨、メモをお願
いします。集められた出版物は友好協会事務
所又はハンガリー文化センター等に資料として
寄贈保管されるものといたします。一部、内容
によっては受入をお断りする場合もあります。
送付先 ： 日本ハンガリー友好協会事務局
〒141-0022
東京都品川区東五反田 5-28-11
クレール五反田 609 号
お問合せ ：TEL : FAX : 03-3354-8322 瀬川

「ハンガリー人 −光と影の千年史−」
著者、パウル・レンドヴァイは1929年ブダペ
スト生まれ、56年にウィーンに亡命し、
新聞記者、
放送編集員を経て、東西関係や中東欧政治の
専門誌を発行したり、執筆
している。
本書は稲川照芳前ハンガ
リー大使が２年間かけて
ドイツ語から訳した労作。
各章に、
「異教の野蛮人」
のヨーロッパ襲撃、定住
か征服か、マジャールの
嵐、最後の章が、「どこ
を見てもハンガリー人が
パウル ・レンドヴァイ著
い る 、、、」など 、 読 みた 前駐ハンガリー大使
くなるようなタイトルが 稲川照芳訳 信山社
付いていて、引き込まれ
てしまう。

ジェルボー Gerbeau オープン

150年の歴史をもつブダペストのカフェ、ジェ
ルボーが、初の海外店として、6月18日渋谷区に
オープンしました。王妃エリザベートも足 繁く
通ったブダペストの老舗ジェルボーのスウィーツ
を、日本でも味わえることができるようになり
ました。詳細は次号で紹介します。

ぎふ・リスト音楽院マスターコースの
日程が確定
ファルヴァイ教授 ・オンツァイ教授 ・サバティ准教授
来日コンサート
7 月 27 日（月）…
30 日（木）…
31 日（金）…
8 月 2 日（日）…

仙川アベニューホール ・ 東京
大垣市スイトピアセンター
多治見市文化会館
サラマンカホール

※3 日（月）から７日（金）まで
３会場に分かれてレッスン
8 日（土）留学選考会。
サバディ准教授と地元の修了生によるコンサート
8 月 9 日（日）… 宗次ホール ・ 名古屋
10 日（月）… 大垣市スイトピアセンター音楽堂
12 日（水）… 門真市民文化会館 ・ 大阪府
14 日（金）… 石川県音楽堂交流ホール ・ 金沢
18 日（火）… 仙川アヴェニューホール ・ 東京
お問合せ ：日本・リスト音楽院楽友会
TEL：058 - 372 -8700
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記念プログラム裏話
記念プログラムが出来上がるまでには、正直、
人に言えない大変さがありました。今では、
それを苦労というべきか、喜びというべきか、
迷いますが、裏話として少し披露させていた
だきます。
そもそも、プログラム担当責任者になった
私は、全くの素人で未経験者。伝手、紹介を
頼って、最も効率的で善良な印刷会社を探し
あてたのは、まさにラッキーなことでした。
2000年に刊行された記念誌 46P を参考に、
想定の原稿を会報等で呼びかけましたが、初め
はまったく反応なし。運営委員、理事の関係者
のイベントや2000年の投稿者を戸別訪問して
相談し、やっと一部原稿回収が見えはじめま
した。全国に散らばる支部に声をかけるも、
代表者や担当者に連絡がつくまで相当な時間を
費やし、その割に効果は今一でした。理事長、
理事等の積極的な協力もあり、1月から本腰を

入れて記事を集め出しました。電話の会話を
その場で文章にし、録音を記事に変えることも
ありました。 秋篠宮殿下にご挨拶文をお願
いできることになると弾みがつきました。さらに
原稿依頼を重ねているうちに、お互いに心が
通いだし、いつしか、60 ページものプログラム
へと原稿量が膨らんでいました。
徹夜の仕訳作業、転送作業、編集作業になる
日々が続きました。編集委員会では良いプロ
グラムにするために推敲を重ね、話し合いが
対立することもありました。編集委員が最善を
尽くして真剣に作業をして
きたと思います。一部、配慮
が完璧でなかった反省もあり
ますが、この経験を役立てて
会に還元 できればと考えて
おります。
（瀬川隆生 記）

会員の皆様へ
今年の年会費の振込用紙を同封しました。
用紙ご確認の上、
早めのお振込みをお願いします。

新規入会者のご紹介
4月

服部公彦・淑子（神奈川）、田中けやき（東京）、高橋史郎（東京）、神谷孝（埼玉）

5月

越智淳子（神奈川）、徳永純子（神奈川）、池田 温（東京）、内田浩子（東京）

6月

鷲津民子（兵庫）、太田功正（岐阜）、リスト音楽院友の会（サークル会員）、
鳥山明日香（神奈川）、濱中敦子（東京）
（敬称略）

お詫び

会報136号でご紹介いたしました
「今岡十一郎さんの記念碑」のタイトルと文中にお名前の間違いがございました。
ここに訂正してお詫び申し上げます｡

編 集 後 記
新体制 での 会報作りもあっという間に 一年が 経ち、手探り状態で 始めた作業
でしたが 4 回発行する事ができました｡ 今回は総会の報告もあり、12 ページの
会報となりました。今年度も会員の皆様に楽しんで頂ける会報を作っていきたい
と思います｡ 皆様 からのたくさんのご投稿 お待ちしております｡
編集委員：田中義具、田崎龍一、瀬川隆生、粂栄美子、東孝江

（12）2009 年 4 月 3 日
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